
No. 施設名 所在地 電話番号 土曜 日曜 祝日

1 高橋クリニック 川崎市多摩区堰3-5-14 822-8319 〇

2 渡辺小児科医院 川崎市多摩区栗谷3-1-1 井田ﾋﾞﾙ207 954-5531

3 川崎市立多摩病院 川崎市多摩区宿河原1-30-37 933-8111 〇

4 石原内科医院 川崎市多摩区宿河原3-10-3 ｾﾙｼｵITO 932-3822 〇

5 本橋内科クリニック 川崎市多摩区宿河原3-1-6 911-2345 〇

6 久保田診療所 川崎市多摩区宿河原4-21-23 911-4417 〇

7 コクボ診療所 川崎市多摩区宿河原6-33-9-1F 829-1620 〇

8 まつもと小児クリニック 川崎市多摩区菅1-2-31 ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘｴｲﾄ2F 946-1173 〇

9 てづか内科・循環器クリニック 川崎市多摩区菅1-5-12 ｴﾋﾟﾄﾞｰﾙ稲田堤1A 281-3266 〇

10 稲田堤メディカルクリニック 川崎市多摩区菅2-15-5 945-0160 〇

11 西村クリニック 川崎市多摩区菅2-4-2 ｻﾆｰｻｲﾄﾞ202 944-2260 〇

12 関口内科医院 川崎市多摩区菅2-8-27 第一平山ﾋﾞﾙ1階 946-0037 〇

13 コハル内科 川崎市多摩区菅4-1-1 ｺﾝﾄﾗｲ101号 949-1555 〇

14 清水小児科クリニック 川崎市多摩区菅6-13-20 946-1439 〇

15 稲田堤駅前脳神経外科内科クリニック 川崎市多摩区菅稲田堤1-17-28-201 712-3667

16 ことぶきクリニック 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5 952-5037 〇

17 あいクリニック産婦人科・小児科 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5 969-7055 〇

18 つじ内科クリニック 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5 966-7666 〇

19 大倉消化器科外科クリニック 川崎市多摩区菅仙谷4-1-5 969-7017 〇

20 前原医院 川崎市多摩区菅馬場1-1-27 944-7000 〇

21 稲田小児科医院 川崎市多摩区菅北浦2-2-24 944-3828 〇 〇

22 土井医院 川崎市多摩区菅北浦4-11-25 945-7155 〇

23 読売ランド前すわクリニック 川崎市多摩区西生田1-8-1-102 712-5938

24 岸内科胃腸科医院 川崎市多摩区西生田2-2-5 966-3256

25 山崎クリニック 川崎市多摩区西生田3-26-7 955-1331 〇

26 水上内科医院 川崎市多摩区西生田3-9-26 ﾐﾉﾙﾋﾞﾙ2F 966-3004 〇

27 原田内科クリニック 川崎市多摩区西生田4-16-24 955-5261 〇

28 中野島糖尿病クリニック 川崎市多摩区中野島3-13-8　中野島駅前メディカルヴィレッジA　2F 281-8817 〇

29 中野島たきぐち耳鼻咽喉科 川崎市多摩区中野島3-13-8　中野島駅前メディカルヴィレッジA　2F 328-5280

30 藤田クリニック 川崎市多摩区中野島3-14-37 930-7717 〇

31 池田小児科医院 川崎市多摩区中野島3-15-15 933-2633 〇

32 牧野クリニック 川崎市多摩区中野島3-27-34 ﾊﾞｰﾄﾞﾀｳﾝ7番館1F 931-6677 〇

33 中野島診療所 川崎市多摩区中野島4-9-1 911-2488 〇

34 中野島小児科クリニック 川崎市多摩区中野島6-22-9 922-3505 〇

35 中野島北口コガワクリニック 川崎市多摩区中野島6-26-2 F&Fﾊｲﾑ2F 934-6872 〇

36 黒須内科クリニック 川崎市多摩区長沢4-2-9 ｸﾞﾘｰﾝｳﾞｧﾚｰ松沢207 977-0650 〇

37 かえでファミリークリニック 川崎市多摩区長尾5-2-2-101 930-0330 〇

38 多摩脳神経外科 川崎市多摩区登戸1654 931-0020 〇

39 岡野内科医院 川崎市多摩区登戸1737 911-2007 〇

40 公文内科クリニック 川崎市多摩区登戸1792-2 ｱﾑｸﾚｽﾄ向ヶ丘1階 911-2017 〇

風しん対策事業協力医療機関（多摩区）

※ 土曜・日曜・祝日の診療についてはインターネットサイト「かわさきのお医者さん」をもとに作成しています。
　　実際の診療日とは異なることがありますので、詳細は各医療機関にお問い合わせください。
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41 登戸プライマリ・ケアクリニック 川崎市多摩区登戸1856-10　松鷹ビル101 328-5760

42 あかりクリニック 川崎市多摩区登戸2066-1 101 299-6997

43 すずき内科クリニック 川崎市多摩区登戸2130-2 ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ向ヶ丘遊園208 281-0201 〇

44 たけやま呼吸器・内科クリニック 川崎市多摩区登戸2427-5　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽﾀﾅｶ3F 911-1181

45 登戸ハナミズキ内科 川崎市多摩区登戸2428 Noborito Gate Building 4F 712-5720

46 なかむらこどもクリニック 川崎市多摩区登戸2428 ﾉﾎﾞﾘﾄｹﾞｰﾄﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ4F 935-5001

47 登戸なかたに消化器・糖尿病内科 川崎市多摩区登戸2565-1　ｲﾙ・ﾏｰﾚ2F 900-3388

48 のぼりとキッズクリニック 川崎市多摩区登戸2565-1　ｲﾙ・ﾏｰﾚ3F 922-5591

49 たけもとレディースクリニック 川崎市多摩区登戸2566-1 ｸﾞﾗﾝｿﾚｲﾕ登戸302 933-0033

50 向ヶ丘胃腸・肛門クリニック 川崎市多摩区登戸2662-1 ﾌﾟﾗｻﾞ向ヶ丘遊園3F 911-0407 〇

51 向ヶ丘久保田内科 川崎市多摩区登戸2708-1 YMﾋﾞﾙ3F･4F 932-0161 〇

52 こう内科クリニック 川崎市多摩区登戸2766-5 SKﾋﾞﾙ101 930-7731 〇

53 たまこどもクリニック 川崎市多摩区登戸2948-6 933-7474 〇

54 豊田クリニック 川崎市多摩区登戸3200 933-7755 〇

55 桜クリニック 川崎市多摩区登戸3292 ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ1F 934-8122 〇

56 ベルズレディースクリニック 川崎市多摩区登戸3351-203 930-5011 〇

57 鈴木産婦人科 川崎市多摩区登戸3355 911-5000 〇

58 あさい内科医院 川崎市多摩区登戸538 933-8877 〇

59 鈴木内科医院 川崎市多摩区登戸新町188 911-4347 〇

60 多摩ファミリークリニック 川崎市多摩区登戸新町337 ｴﾆｰﾋﾞﾙ1F 930-5556

61 中村医院 川崎市多摩区登戸新町358-1 911-2516 〇

62 やまもとクリニック 川崎市多摩区登戸新町404 古谷ﾋﾞﾙ3F 900-8760 〇

63 土屋医院 川崎市多摩区南生田1-12-2 953-2636 〇

64 南生田クリニック 川崎市多摩区南生田4-11-8 948-5677

65 須田メディカルクリニック 川崎市多摩区南生田4-20-2 969-1211 〇

66 きっとスマイルこどもクリニック 川崎市多摩区南生田4-6-6　南生田医療モール1F 976-7777

67 五十嵐レディースクリニック 川崎市多摩区南生田4-6-6　南生田医療モール1F 948-9100

68 大森医院 川崎市多摩区南生田7-20-21 911-9290 〇

69 南生田レディースクリニック 川崎市多摩区南生田7-20-21 930-3223 〇
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